
＜News Release＞                           2017 年 10 月 2 日 
 

ルミネ立川 35周年記念大感謝祭！ 

ウォーリーをさがせ！× ルミネ立川コラボレーション 
35周年企画＆限定スイーツ＆限定アイテムが続々！ 

10月 2日（月）～10月 31日（火）まで 
 

株式会社ルミネ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森本雄司)が運営する「ルミネ立川」
（東京都立川市曙町 2-1-1）は、10月2日（月）～31 日(火)の期間、ルミネ立川 35 周年
記念企画として「ウォーリーをさがせ！（WHERE’S WALLY?）」とのスペシャルコラボレーションを
実施いたします。 

期間中館内では、「ルミネ立川でウォーリーをさがせ！」や「ハロウィンパーティー」などのイベントの
ほか、35 周年を記念したプレゼントキャンペーン、ルミネ立川に出店している約 230 ショップによる
限定商品の販売や限定プチギフトの配布を行います。 
 
 
 
 
① ルミネ立川館内でリアル「ウォーリーをさがせ！」を実施！ 

 
ルミネ立川館内では、リアル「ウォーリーをさがせ！」体験をお楽しみいただけます。 
館内にはウォーリーに扮したスタッフが多数おり、その中から、”ステッキを持ったウォーリー”
を探していただきます。見つけたお客さまに、もれなくお菓子をプレゼントいたします！ 
  
〔期間〕10 月 7 日（土）～10 月 9 日(月・祝)  
〔時間〕各日 13:00～17:00 
〔場所〕ルミネ立川 館内 
 

 
 
② プレゼント大放出！ルミネ立川「ハロウィンパーティー」を実施！ 

 
ルミネ立川はハロウィンシーズンに、”ハロウィンパーティー”と称し、「ウォーリーをさがせ！」とコラボレーションしたオリジナ
ルトートバッグをはじめ、たくさんのプレゼントをご用意し、35 周年の感謝の気持ちをこめてお客さまをお迎えいたしま
す。当日は、ハロウィン仮装でのご来館も大歓迎！ルミネ立川でハロウィンパーティーをお楽しみください。 
 
〔開催日程〕10 月 28 日（土）、10 月 29 日(日) 
〔場所〕ルミネ立川 館内 
〔条件〕「ルミネカード」またはルミネの公式アプリ「ワンルミネ」のご招待画面をご提示でプレゼント 

※お一人さま１日あたり 1 回までお好きなプレゼント企画にご参加可能 

※先着順、数量限定 

 
同時に、抽選会も実施いたします。期間中ルミネ立川館内で、当日ルミネカードで税込 5,000 円以上ご利用いた
だいたクレジットレシートをご提示いただくと、お菓子やドリンク、お買い物券等が当たる抽選会に、お一人さま 1 日あ
たり 1 回までご参加いただけます。 

＜ハロウィンパーティー 当日のスケジュール＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ルミネ立川×「ウォーリーをさがせ！」コラボレーション 

○C DreamWorks Distribution Limited 

○C DreamWorks Distribution Limited 

○C DreamWorks Distribution Limited 



  
 
 
① 35周年記念 素敵な賞品が当たる！スタンプラリー開催！ 

 

35 周年の感謝を込めて、人気高級ホテル「東京ステーションホテル」ペア宿泊券が当たるスタンプラリーを開催いたします。 

 
〔開催期間〕10 月 2 日(月)～10 月 31 日(火) 
〔当選賞品〕東京ステーションホテルペア宿泊券 

パレスサイドスーペリアツイン朝食付き（2 組 4 名さま） 
〔応募条件〕期間中、ルミネ立川 B1～RF（屋上階）の異なる 3 つのフロアで、それぞれの

フロアにつき 1 ショップ 1 レシート 2,000 円（税込）以上ご利用し、スタンプを

合計 3 つ集める。 

〔応募方法〕2F インフォメーション横、8F 東側上りエスカレーター前に設置の応募ボックスに、スタンプカードを投函。 

 
 
② 35周年記念 特別ポップアップショップ開催！ 

 

ルミネ立川店に出店中の各セレクトショップが、35 周年を記念してポップアップショップを開催！ 

さらに、人気ショップも期間限定で出店し、立川 35 周年限定アイテムをはじめ、注目の商品が目白押しです。 
 

 
〔開催期間〕 

10 月 2 日(月)～11 月 14 日(火) 
※ショップにより異なります 

〔開催場所〕 
ルミネ立川館内 2F 東西イベントスペース 

 

 
【BEAMS Planets@立川】・・・2F 西側イベントスペース 

By ビームス（２F） 
〔期間〕10 月 2 日（月）～17 日（火） 

 
行き交う人々の日常をアップデートするアイ
テムを、ビームスのあらゆるレーベルから厳
選、編集しつつ今の空気感を纏ったオリジ
ナリティー溢れる雑誌のようなショップ。「ビー
ムス 立川」では購入することができない、
見ているだけで楽しくなるユニークなアイテム
が多数勢揃い！ 

 
【manipuri POP UP SHOP】・・・2F 東側イベントスペース 

By トゥモローランド（2F） 
〔期間〕10 月 2 日(月)～12 日（木） 

 
パリをはじめヨーロッパでも人気のスカー
フブランド。秋冬を彩る新作アイテムに
加え、お手持ちのスカーフと組み合わせ
てお楽しみいただけるファーをご用意。 

 
【JOHNSTONSモアバリエーション】・・・２F 東側イベントスペース 

By ユナイテッドアローズ（2F） 

〔期間〕１０月 13 日（金）～22 日（日） 
 
高級生地による極上の肌触りが
人気のブランド〈JOHNSTONS〉
に別注オーダーしたスペシャルアイ
テムの販売を含めた期間限定イ
ベントを実施。 
＊ご購入いただいたお客さま、先着

35 名さまに JOHNSTONS 特製ドリンクをプレゼント。 
 
【ＹＯＳＯＯＵ】・・・・・・・・2F 西側イベントスペース 

〔期間〕10 月 18 日(水)～31 日（火） 
 
高い伸縮性をもつオリジナルのスト
レッチ素材「Dual Flex®」を使用
したストレッチダウンブランド。 
期間中、税抜 30,000 円以上お
買い上げの先着 35 名のお客さま
にルミネ立川店限定のダウンソック
スをプレゼント！ 
 

 

【アダム エ ロペ ル マガザン】・・・2F 東側イベントスペース 

〔期間〕10 月 23 日（月）～11 月 14 日（火） 
 
ル マガザンがポップアップで出店！
「遊び心」のある雑貨たちが、お店
でお待ちしております。 
さらに！ルミネ立川35周年記念と
して、ル マガザンオリジナルトートバ
ッグルミネ立川 35 周年限定カラー
を販売！ 

 
 
 
 
 
 
 

35 周年ありがとう ３つのお客さま感謝企画を実施！ 



 
③ 35周年記念 Something35！ 

 
ルミネ立川に出店している約 230のショップが、35周年を記念して 35 にちなんだ商品を展開します。 
限定アイテムや限定価格のほか、立川店限定カラーなどをご用意し、お客さまのお越しをお待ちしております。 

 
 

【フルーツ クチュール タカノ】・・・・・・・・・・・・・・・・・1F 
35 周年フルーツデザート 税抜 600 円 
 
カスタードとスポンジ、ベリーソースをサン
ドし、フルーツを盛ったルミネ立川店 35
周年記念限定デザート。 
 
〔期間〕10 月 14 日（土）15 日（日） 
 
 
 

 
【ダイアナ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3F 
ウェッジヒールパンプス／タッセルパンプス 税抜 各 14,500 円 
 
人気の WELL FIT シリーズからルミネ立
川店だけの限定カラーを販売いたします。 
 
〔期間〕10 月 2 日（月）～ 
※限定 35 足 
 

 

【ミラ オーウェン】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3F 
 
税抜 15,000 円以上お買い上げのお客
さまに限定ノベルティをプレゼント！ 
 
＊オリジナルのエコバッグに人気のエコスト
ア商品をセットでご用意しております。 
 
〔期間〕10 月 2 日（月）～ 
※なくなり次第終了 
 
 

 
【バンヤードストーム】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3F 
 
10,000 円（税込）以上お買い上げ 
のお客さまに、新食感のポテトフライと
自 家 製 ジ ン ジ ャ ー エ ー ル の お 店
「BROOKLYN RIBBON FRIES」の
ジンジャーシロップをプレゼント。 
 
〔期間〕10 月 13 日(金)～15 日(日) 

10 月 21 日(土)～23 日(月) 
※各週 50 個限定 
 

 
【ジェイ・エス・パンケーキカフェ】・・・・・・・・・・・・・・4F 
モアストロベリーハニーパンケーキ 税抜 1,880 円 
＊ドリンク付き 
 
J.S.PANCAKE CAFÉ の中で春
に期間限定で販売していた人気メ
ニューの「モアストロベリーハニーパ
ンケーキ」を立川限定で復刻販
売！ 

〔期間〕10 月 2 日（月）～31

日(火) 

 
【ロフト】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7F 
 
税込 2,000 円以上お買い上げの
お客さまにオリジナルショルダーバッ
グをプレゼント。 
 

〔期間〕10 月 13 日(金)～15 日

(日)、10 月 20 日(金)～22 日(日) 

※各日先着 50 名さま 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記について】 

ルミネ立川 〒190-0012 東京都立川市曙町 2-1-1 

Tel. 042-527-1411（代表） 

 


